糸島市商工会
業種

店舗名

電話

住所

営業時間

定休日

九大会員特典一覧
特典内容

２０２０年８⽉１⽇現在

対象者

利用条件

糸島ラーメンゆうゆう
飲
食
店

092332-8816

糸島市前原中央
3-20-19

飲
食
店

092321-2230

糸島市前原中央
2-3-31

092323-4775

糸島市前原西
1-15-18

糸島産「ラー麦100%」の無
添加自家製麺のラーメンをご
提供しています。
麺・スープ・チャーシュー・
ネギ・醤油などの素材も全て
糸島産にこだわっています。

・【昼】特典は、注文時に特典を利用する旨を伝え、
会員証を提示してください
・【夜】特典は、予約時に特典を利用する旨を伝え、
当日来店時に会員証を提示し、特典を利用する旨を
申し出てください
・貸切り、満席等でご案内いたしかねる場合あり
・ひなたうどん（本店）では特典利用不可

糸島・日向（ひなた）峠にあ
る、うどん店「ひなたうどん
（本店）」の2号店です。
夜は居酒屋としても営業、お
酒に合う多彩なメニューも多
くそろえております。

・【昼】特典は、注文・会計時に特典を利用する旨を
伝え、会員証を提示してください
・【夜】特典は、予約時に特典を利用する旨を伝え、
当日来店時に会員証を提示し、特典を利用する旨を
申し出てください
・その他特典、ご優待との併用不可
・貸切り、満席等によりご案内いたしかねる場合あり

もっちゃん弁当としてお弁当
の配達・店舗での出来たて弁
当の販売をしてます。
人と接することが好きなス
タッフの心を込めたおもてな
しと、おいしくリーズナブル
な料理を堪能しにぜひお越し
ください。

九大会員本人を
含む4名まで

・注文時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください
・その他特典、ご優待との併用不可

ちゃんぽん、皿うどんが人気
の炭火焼鳥居酒屋です。
ミミガー串・牛スジ串・タン
テキ（タンのローストビー
フ）などなど、オリジナルメ
ニューもおすすめです。

九大会員本人
及びその同伴者

・予約時に特典を利用する旨を伝え、当日来店時に
会員証を提示し、特典を利用する旨を申し出てく
ださい
・貸切り、満席等によりご案内いたしかねる場合あり

遠くは九州大学伊都キャンパ
スまで見渡せる絶景と本格炭
火バーベキューを楽しもう！
とれたての野菜、糸島の肥沃
な土地で育った糸島和牛の素
材にこだわった本格炭火バー
ベキューは絶品です！

水曜日

餃子１皿サービス

九大会員本人

不定休

【昼】
麺の大盛、名物山菜おにぎり1個、 【昼】
いなり1個のうち、いずれか一つを 九大会員本人
サービス
【夜】
【夜】
九大会員本人を含む3
3名様以上で飲み放題30分延長
名以上のグループ
（要予約）

【夜】
18:00～27:00（翌3:00）

【昼】
11:00～14:30
【夜】
18:00～24:00

二三家食道
飲
食
店

・注文時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください

【昼】
11:00～14:00

ひなたうどん2号店

【昼】
【昼】
ランチご注文の方に、お持ち帰りで
九大会員本人
唐揚げ4個をサービス

【昼】
11:30～13:30
月曜日
【夜】※平日は予約制
17:30～（閉店時間は変動あり）

【夜】
九大会員向け特別コースをご用意
（コース内容は別紙参照）

【夜】
九大会員本人を含む
ご家族・グループ

やきとり味源
飲
食
店

092323-5959

糸島市前原中央
3-20-20

【火～土】
18:00～ラスト
月曜日
【日】
17:00～23:00

1ドリンクサービス
（お酒または
ソフトドリンクでも可）

糸島バーベキュー
のろ高原
飲
食
店

0805286-9161

糸島市白糸
1-23

【4/29～９/30の期間中で
土日・祝日のみの営業】
10:30～19:00

営業期間中
以外はお休み

お会計金額より5%割引

糸島手造りハム
加
工
販
売
店

092324-2821

糸島市泊
647-2

【月火・木金】
10:00～17:00
【土日・祝日】
10:00～18:00

水曜日
【生ウインナー手造り体験教室】
（GW, 12月, 祝日
の水曜日は休まず 通常800g分の生ウインナーを
営業）
1,000g分に増量

九大会員本人を含む ・完全予約制のため、予約時に特典を利用する旨を
ご家族・グループ
伝え、当日来店時に会員証を提示し、特典を利用
(大人は最大6名まで)
する旨を申し出てください
・中学生以上は大人として取り扱います。
〔但し、大人2名からの
受付による完全予約制〕 ・小学生以下も体験教室に参加できます。

創業20年以来、確かな技術と
経験豊富な職人が、本場ドイ
ツの製法で心を込めて手作り
しております。家族や友達と
集まってウィンナー作り体験
はいかがですか？作り立ての
ウィンナーは、その場で焼い
て味わうこともできます。

九大会員本人
及びその同伴者

・会計時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください
・一部対象外商品あり
・20歳未満の特典利用不可

川久保酒店は「1本のお酒」に
出会うための特別なセレクト
ショップです！
新しいお酒の魅力に触れたい
方はぜひ一度足をお運びくだ
さい。

九大会員本人

・会計時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください

明治30(1897)年創業。糸島
産の大豆を使い、代々変わら
ぬ杉樽仕込みのこだわりの製
法を守っています。また、醤
油の他に味噌や調味料も取り
揃えております。

川久保酒店
酒
店

092330-8001

糸島市南風台
8-3-3

092328-2204

糸島市志摩船越
84

10:00～19:00

水曜日

会計金額より5％割引
（ビールは除く）

日曜日・祝日

1,000円(税込)以上お買上げの方
に、北伊醤油うまくち150mlを
1本サービス

北伊醤油
醸
造
所

8:00～17:00

店舗からのコメント

糸島市商工会
業種

店舗名

電話

住所

営業時間

定休日

九大会員特典一覧
特典内容

２０２０年８⽉１⽇現在

対象者

利用条件

・会計時に｢会員特典の利用｣と｢初めての醤油購入｣
の旨を伝え、会員証を提示してください

明治22(1889)年、初代稗田
磯右衛門が［楠田屋本店］と
して創業。
糸島・前原の地に創業して
100有余年、伝統の製法を守
り続けるとともに新しい味に
も挑戦しております。

・予約時に特典を利用する旨を伝え、当日来院時に
会員証を提示し、特典を利用する旨を申し出てく
ださい
・来院2回目からの特典利用不可
・その他特典、ご優待との併用不可

地域の皆様の身体の健康づく
りや、怪我の予防などを通じ
て貢献できるよう一生懸命、
精進して参ります。地域の皆
様を笑顔にし、元気のある地
域となるように頑張っていき
ます。

九大会員本人

・利用時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください
・メンバー会員の料金からの特典割引不可
・時間打ち放題30分コースは特典利用不可
・その他特典、ご優待との併用不可

ゴルフはやればやるほど、や
ることが多くなる不思議なス
ポーツ、凹（ヘコ）んでいる
暇なんかありません！
さぁ、練習練習。あなたの
眠っているポテンシャルをオ
レンジゴルフで呼び起こして
ください。

九大会員本人
及びその同伴者

・予約・注文時に特典を利用する旨を伝え、来店・
会計時に会員証を提示し、特典を利用する旨を申
し出てください
・一部対象外商品あり
・その他特典、ご優待との併用不可

糸島市役所の近くで、花束、
アレンジ、生花スタンドなど
制作・販売して創業50年を迎
えます。予算やシーンに合わ
せてアレンジできますので、
気軽にご相談ください。

・入会時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください
・その他特典、ご優待との併用不可

自慢の講師陣が最強の応援団
となり、お子様の「叶えた
い」を徹底サポートし、お子
様自らがやる気になり、成長
＆成績アップを考えて実践。
お子様に合わせた個別プラン
と本気に向き合った学習方法
が好評です。

・入会時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください
・その他特典、ご優待との併用不可

糸島市のそろばん教室です。
先生1人に対して生徒7人まで
の少人数制の個別指導なので
年少年中さんなど小さいお子
様でも安心して学べます。
当教室は、級を取るのが最終
目的ではなく、鍛えた右脳を
勉強に活かすことが最終目的
です。

・入会時に特典を利用する旨を伝え、会員証を提示
してください
・その他特典、ご優待との併用不可

令和2(2020)年度から小学校
ではプログラミング教育が必
修化となります。
当教室では、ヒト型ロボット
「Pepper」とふれあいなが
ら、プログラミングを楽しく
学んでいきます。

カノオ醤油味噌醸造元
醸
造
所

092322-2710

糸島市加布里
909

日曜日・祝日

九大会員本人
及びその同伴者
（※醤油お買上げの
方に限る）

【平日】
9:00～12:00／14:00～21:00

九大前整骨院
整
骨
院

8:30～17:00

当社で初めて醤油をお買上げの方
に、オリジナル“醤油さし”を
プレゼント

092407-1155

福岡市西区
九大新町1-5

【水】
7:00～12:00／14:00～18:00

水曜日

初回来院時、自由診療(保険外)から
九大会員本人
10%割引

【土】
9:00～14:00
オレンジゴルフ前原
ゴ
ル
フ
練
習
場

・ビジター基本料：全日410円(税込)
【通常：平日470円
土日祝560円】
092324-4741

糸島市泊
917

092322-3144

糸島市前原西
1-12-3

７:00～22:00

元日（1月1日）

・ビジター時間打ち放題料金
（70分又は90分コース）
平 日(1階利用のみ)：10%割引
土日祝(1・2階利用可)：5%割引

花のマキゾノ
生
花
店

9:00～18:00

年中無休

・生花お買上げ金額の10％分の
生花を増量サービス
・鉢物商品10％割引

糸島学習塾YES
前原駅前校
学
習
塾

0120411-986

そろばん塾 ピコ
( 前原駅前校, 東風校,
前原東校, 可也校 )
学
習
塾

糸島市前原中央
2-2-22
波多江ビル2F

14:00～21:30

土日・祝日

・入会金（22,000円）無料
・個別指導授業4回分無料
・入会後2ヶ月分の授業料半額

九大会員本人
（新規入会の
会員のお子様）

【前原駅前校】
0120411-986

糸島市前原中央
2-2-22
波多江ビル2F

14:00～21:30

土日・祝日

九大会員本人
・入会金（5,500円）無料
（新規入会の
・図書カード3,000円分プレゼント
会員のお子様）

糸島ロボット
プログラミング教室
学
習
塾

0120411-986

糸島市前原中央
2-2-22
波多江ビル2F

14:00～21:30

土日・祝日

・入会金（5,500円）無料
・入会後2ヶ月分の授業料半額

店舗からのコメント

九大会員本人
（新規入会の
会員のお子様）

糸島市商工会
業種

店舗名

電話

住所

営業時間

定休日

九大会員特典一覧
特典内容

２０２０年８⽉１⽇現在

対象者

利用条件

初音旅館
宿
泊
施
設

092328-2038

糸島市志摩新町
476-1

shalom 美容室
南風台店

美
容
院

チェックイン：15:00〜
チェックアウト：10:00

年中無休

9:00～19:00
092324-2700

糸島市南風台
8-7-8

最終受付
カット 18:00迄
パーマorカラー 17:00迄

月曜日

10名様以上での宴会時に
カラオケをサービス
（通常、税込3,795円）

・初回：美容技術料金30％割引、
さらに次回利用できる
クーポン券進呈

・予約時に特典を利用する旨を伝え、当日会員証を
九大会員本人を含む
提示し、特典を利用する旨を申し出てください
10名以上のグループ
・貸切り、満席等によりご案内いたしかねる場合あり

九大会員本人
及びその同伴者

・2回目以降：次回利用できる
クーポン進呈

ケアプランセンター
伊都ライフケア
介
護
事
業
所

092332-2945

糸島市前原中央
3-1-22

8:30～17:15

日曜日・祝日、
お盆、年末年始

介護用品等注文代金より20%割引

九大会員本人
及びそのご家族

・予約時に特典を利用する旨を伝え、当日会員証を
提示し、特典を利用する旨を申し出てください
・サロン内で販売している商品は特典割引対象外
・着付け及びメイクなどの特殊メニューは特典割引
対象外
・その他特典、優待との併用不可

・介援隊カタログ（WEBカタログ）より介護用品を
選び、お電話にてご注文ください
・インターネットからのご注文は特典適用外
・注文時に｢九大会員特典の利用｣｢九大会員番号｣
｢カタログ名、ページ番号、商品名、商品番号｣
をお伝えください
・商品代金は、注文商品に同封の請求書にてお支払
いください
・冊子のカタログをご希望の方は、お電話にて請求
ください

店舗からのコメント
青い海と豊かな自然に恵まれ
た風光明媚な糸島半島。そこ
に位置する当館は潮騒の聴こ
えるくつろぎの宿です。新鮮
な海の幸をたっぷりと味わい
心に残る楽しい旅のひととき
をお過ごしください。

髪や頭皮のドクターであり、
デザイナーでありたい。
ヘアデザインはもちろんのこ
と、お客様の髪や頭皮の状態
も考え診断を行い、メニュー
の提案をさせて頂くよう心が
けております。お客様の安
心・安全・信頼の為に日々の
努力は惜しみません。

安心・安全・高品質なサービ
スを追求し、ご利用者様はも
ちろんのこと、ご家族の方々
にもご満足いただけるサービ
スを目指してまいります。
介護に関するあらゆるご相談
に応じ、介護サービスのトー
タルサポートをいたします。

介援隊カタログ（WEBカタログ）
http://catalog.kaientai.cc/

イ
料タ
理リ
店ア
ン

ー

ー

トパ
レ
ソ
ニナ
ンル
グ
ジ
ム

小麦屋 GIO GIO
092322-3339

糸島市前原駅南
1-22-31

【火～日】
11:00〜15:00／17:30〜21:00
※金•土限定
深夜営業 20:00〜24:00

月曜日
※祝日の場合は
通常営業

ランチ1,250円（税込）を
1,000円（税込）でご提供

九大会員本人を
含む4名まで

・50分トレーニングコースの
各料金から、1,000円割引き

ヨシオカジム
092332-2919

糸島市前原東
1-6-85 1F

【月～金】
9:00～14:00／16:00～20:00
日曜日・祝日
【土】
9:00～14:00

・女性限定コースの料金から、
500円割引き
・日焼けマシンの利用料金から、
200円割引き
・エステサロンの施術料金から、
1,000円割引き

九大会員本人

・注文時に特典を利用する旨を伝え、会計時に会員証
を提示し、特典を利用する旨を申し出てください
・その他特典、ご優待との併用不可
・貸切り、満席等によりご案内いたしかねる場合あり

・予約時に「九大会員特典の利用」の旨を伝え、
当日会計時に会員証を提示し、特典を利用する旨を
申し出てください
・一部対象外コースあり
・その他特典、ご優待との併用不可
・予約状況等によりご案内いたしかねる場合あり

糸島でパスタ屋始めて17年目
になります。
JR筑前前原駅から少し西側に
行ったところにある個人店の
小さなお店です。
線路わき、道路わきにイタリ
アンカラーの看板が大きく掲
げていますので、目印として
来てください。

糸島初のパーソナルトレーニ
ングジム。
当ジムでは単に痩せたいだけ
でなく、5年後10年後を見据
えた身体作り、食事指導、日
頃の生活習慣の見直しから、
それを習慣化できるまでのサ
ポートをいたします。

二三家食道
「九大会員・九州大学学生向け特別コース」
（2020 年 2 月 11 日現在）

★特別コース お一人様 3,800 円（税込）
※平日なら、3,500 円（税込）
コース内容

１）小鉢
２）焼肉サラダ
３）きまぐれピッツァ
４）塩唐揚げ＆チキン南蛮
５）糸島美豚のしゃぶしゃぶ
６）〆のうどん
７）デザート
※食材の状況により内容変更の場合があります。

◎2 時間飲み放題（20 分前ラストオーダー）
◎飲み放題の延長料金 お一人様 30 分ごとに 500 円
◎ご予算に応じてメニューの変更できます
◎無料送迎サービスあり（6 名様から）
◎貸切りできます（20 名様から）

